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幹 事 小崎 直利

（一部要約にて掲載）

冣住
実は私が個人的な卓話をするのは、初めて幹

悦子

聖武天皇が亡くなったのは 749 年で、1300

事になる前なので 7 年振りくらいだと思います。 年ほど前になります。品目は仏具、調度品、服
会社の話でもと思ったのですが、特に大きなニ

飾品、生活用品、楽器、薬など約 9000 点もあ

ュースもないので、今回は趣味の話をさせて頂

り、その 1 部が毎年順繰りに公開されます。

きます。
私は毎年、11 月 3 日「文化の日」前後に奈良
国立博物館で開催される「正倉院展」を見に行
っています。正倉院に保管されている宝物は、
奈良時代の光明皇后が、聖武天皇（奈良の大仏
を作った人）のご冥福を祈念し、愛蔵品などを
奈良の大仏に奉納したのが始まりで、その他大
仏開眼などの仏事で使った仏具、平安中期に正
倉院に移管されたものなどがあります。

江戸時代までは東大寺の管理下にあり、明治
維新以降は天皇の私物という扱いで、宮内庁の

管理となっています。因みに正倉院の建物は国宝
に指定されていますが、中の保管物は天皇の私物

私が正倉院展の魅力にはまったのは、1300 年も
前の布や紙が良い状態で残っていて、当時の生活

なので、国宝や重要文化財とはなっていませんが、 に思いを馳せられるからです。有名ではありませ
天皇の私物ということもあり、大変慎重に保管さ

んが、当時の生活やデザインが判る布製の宝物を

れ、保存状態はとてもよく、毎回驚かされます。

見ていきます。

有名な宝物を少しご紹介します。正倉院と言え

唐風の役人の服は

ば、これという有名な「鳥毛立女屏風（とりげりつ

退色していますが、

じょ）」で、現物は屏

紅花で染めた柄が青

風の絵なので似たよ

い柄と交差するデザ

うな絵が６幅ありま

インだったようで、

す。鳥毛というのは、

結構派手です。

元はこの服の部分に

組帯はチェックに編み込まれていますが、現代

鳥の羽が貼ってあっ

の物とほぼ同じ柄です。刺繍の帯紐は判りにくい

たからです。

ですが、小さな刺繍が細かく施してあり、かなり
高級品のようです。

絨毯か毛布か良く判りませんが、羊毛に先染め
した羊毛で模様を作り、叩いて丸めて圧縮して作
こちらは去年、大河ドラマにも出てきた「蘭奢

成したフェルト製の花模様の毛氈です。羊の毛の

待」で、大変高価な香木でベトナムからラオスに

種類から、アラビア半島か中央アジアで作られた

かけての山岳地帯が産地と言われています。左下

ものと推測され、昔の技法で再現した物ですが、

の写真に、足利義政と織田

大変鮮やかな色合いです。

信長が切り取った跡に付箋
が貼ってあります。

正倉院で、これも有名な螺鈿紫檀五弦琵琶（らで
んしたんごげんのびわ）で、
唐から伝来したもので、
遣唐使が持ち帰ったとの
説もあり、貝で花や中東
人、ラクダなどを型どっ
た大変美しい細工です。

このように、奈良時代はカラフルな調度品と服
装をした人々が行き交う時代だったようです。

紙の文書類では写経や奉納品の記録類の他、役
所の記録類も多く、1300 年以上前の紙がよく保存
されているのはすごいと思います。

の課題が提出されたようです。
右はおそらく、何かで激高した同僚を余白に描
写した、いたずら書きのようなものと言われてい

これは 721 年の、現代の東京都江戸川区辺りの

ます。写経生は食料や生活に必要なものは支給さ

戸籍です。ここにある「甲和里」は小岩辺り。村

れたようですが、労働時間も長く、服などの支給

民のほとんどは、孔王部姓。名前には竜麻呂とか

品も乏しく洗替も難しかったようです。団体で労

お刀良、馬子、兔、鳥など 12 支の動物から取っ

働条件の改善を要求した書面もあり、休憩時間を

たものが多いです。戸籍や、納税（租庸調）の書

増やしてほしいなどの要求の他、お酒をもっと支

類は多く、相模国の納税帳も保管されています。

給してほしいなどの要望が書かれているものもあ

高齢者や病人への食糧の支給記録や、災害に備

り、お酒は支給で、しかも写経生にとっても重要

えて村で粟を備蓄していた記録も残っています。

なことだったのですね。

こちらは始末書になります。机の敷物を無断で

奈良時代は疫病が流行り、人口の多くを失った

持ち出したことを連名で詫びる文書で、連名の方

時代ではありましたが、一方で唐を始め、海外の

は特に何もしていないのですが、今度数が合わな

豊かな文化の影響を受け、高い技術と感性をもっ

かったら連帯し責任を取ることにされています。

た生き生きとした時代でもあり、律令を通して、

昔は紙が貴重だったので、１つの巻物に在庫帳

国もよく管理されていたことに驚きます。

だの申請書だの次々と書かれており、こちらもそ

また何より、1300 年という遠い昔に、私達と

うした巻物の１部になっています。他にも盗難届

あまり変わらない感情や価値観をもった人々が生

がハンコをした上で、担当部署に回され、盗品の

きていことが感じられ、毎年、正倉院展を楽しみ

売買がチェックされた記録もあります。

にしています。

【ハイブリッド例会】
本日は、今年になって
２回目のハイブリッド例
会です。報道されており
ます通り、関東でも 3 月
21 日に緊急事態宣言が解
除されてから、コロナ感
聖武天皇の法要を弔ったり、寺に寄進などのた

染者数が次第に増加し、

めに当時は写経生をたくさん雇っていて、左は採

昨日（4 月 12 日）、東京

用試験のようなものでしょうか、筆跡を見るため

でも「まん延防止等重点措置」が適用されました。
＜裏ページに続く＞

他方、全国でワクチン接種が徐々に開始されまし

増えますので、全体の報酬額は、これまでよりも

た。コロナ感染の終息については、なかなか先を

増額されるよう調整しました。

見通せない状況が続いていますが、私達は十分な

この内容で各クラブ会長・幹事の合意と、事務

感染対策を行ないながら、できる限り明るくロー

局の了解も得られたことから、各クラブ理事会で

タリー活動を進めてまいりたいと考えております。 審議して、３クラブとも理事会承認の決議を得ら

【事務局の兼任】
3 月の Zoom 例会にて、お話ししました事務局の
兼任について進展があり、ご報告致します。
今年 3 月に相模原東 RC より、東 RC 事務局が 5
月末で退職されることになり、中 RC と柴胡 RC の

れました。そのため、今年 6 月 1 日から商工会館
の事務室は、中 RC・柴胡 RC・東 RC の 3 クラブで
使用し、事務局は 3 クラブ兼任して頂くことにな
りましたので、その旨ご報告致します。

【母子の健康月間】

事務員に東 RC 事務局も兼任して頂けないかとい

4 月は「母子の健康月間」です。母子の健康月

う打診を受け、3 月の理事会で検討しましたとこ

間とは文字通り、母親と子供の健康に関する月間

ろ、子クラブの東 RC からのお願いでもあり、また

という意味ですが、私の家族などは奥さんと子供

当クラブも会計上、経費削減が見込めることから

の方が私よりもよっぽど健康体ですので、私自身、

お受けすることにしました。

この月間の意味が、あまりピンときていませんで

その後、3 月 30 日に東 RC、柴胡 RC、中 RC の３
クラブ会長幹事（計 6 名）が市民会館にて、事務
局兼任の場合の具体的な方策を協議しました。
まず、東 RC と柴胡 RC が同じ月曜に例会を開催

した。そこで、私なりに『母子の健康』というこ
との意味を少し調べてみました。
『母子の健康』について考える上で、重要な数
値に、乳児死亡率というものがあります。1000

しているので、事務局兼任となると、どちらかの

人の出生当りの生後 1 年未満の死亡数を指す数値

例会に事務局が同席できなくなりますが、東 RC

で、新しく生まれた 1000 人の赤ちゃんが 1 年後

の方で柴胡 RC と重ならないよう、
曜日か時間をず

に何人亡くなるかという意味ですが、日本の現在

らして対応するということになりました。

の乳児死亡率がどれくらいか、ご存知でしょうか。

また、
これまで東 RC も商工会館の 1 室を賃借し

厚生労働省の人口動態統計調査によりますと、

ていましたが、事務局兼任を機に、この 1 室を解

2017 年の乳児死亡率は、1.9 ということでした。

約し、
中 RC と柴胡 RC で賃貸の 1 室に東 RC も合流

つまり、赤ちゃんが 1 年以内に亡くなる確率は、

し、3 クラブで１室を使用することになりました。

0.19％ということです。

その部屋の賃料、複合機リース料、通信費など

この数値は我が国の統計上でも、2015 年と並び

の経費は、これまで中 RC と柴胡 RC が「6 対 4」の

過去最低であり、世界的に見ても日本は最も乳児

割合で負担してきましたが、今後はこの経費を 3

死亡率の低い国であり、赤ちゃんの健康にとって

クラブで負担することになり、基本的に各クラブ

最も望ましい国と言うことができます。ただ、こ

会員数で按分することになり、現在の会員数は、

れが当たり前というわけではありません。

中 28 名、柴胡 27 名、東 18 名により「4：3.5：2.5」
という割合で経費を負担することにしました。

先輩の会員皆様は、当然ご存知のことと思いま
すが、日本でも戦後間もない頃は乳児死亡率が高

当クラブでは、これら経費をこれまでは 6 割負

く、1947 年の日本の乳児死亡率は 76．7 でした。

担してきましたが、
今後は 4 割で済むことになり、

つまり、その頃に生まれた赤ちゃんは、1 年以内

会計上も経費の削減が見込めることになります。

に 7％の赤ちゃんが死亡していたことになります。

また事務局費も、各クラブともこれまでの人件

日本において、乳児死亡率が 10 を下回る（つま

費よりも減額できるようにして、他方、事務局は

り、1 年以内の死亡率が 1％を下回る）のは 1970

2 クラブが 3 クラブ兼任になり、業務量や時間も

年代のことです。↗

また現在でも世界に目を向ければ、乳児死亡率
が高い国がまだたくさんあります。ユニセフの発
表によりますと、2016 年時点における乳児死亡率

●佐々木会長、小崎幹事

の世界平均は 31、後発開発途上国では 48 です。

①皆さん、こんにちは！ゴルフの松山選手、やりました

特に、
アフリカでは乳児死亡率が 50 を超えてい
る国が多くあり、また私達に馴染みの深い国でも、
メキシコで 12.1、ブラジルで 13.2、インドで 32
ということで、日本の 1.9 という数値がいかに恵
まれた環境を示しているかが分かります。
これらの統計上の数値を踏まえますと、日本で
も 50 年程前には母子の健康は極めて深刻な問題

ね!! 歴史的快挙ですね！
②４月お祝の皆様、おめでとうございます。幹事の小崎
も３８歳になります。ありがとうございます。
③本日卓話の冣住会員、高貴な趣味をお持ちで素晴
らしいです。楽しみです。
●丸子 勝基会員
①結婚記念日を祝って頂き、ありがとうございます。

であったこと、また世界的には現時点でも、母子

５０回目の記念日ですが、時節柄遠くにも行けず、

の健康が全く解決していないことが分かります。

近くで二人で食事をしに行く予定です。

新生児の死亡原因としては、合併症や感染症が

②冣住さん、卓話楽しみです。

80％を占めると言われています。そのため清潔な

③松山英樹のマスターズ優勝、すごいですね。

水を飲む、石鹸で手を洗う、良好な栄養摂取と抗

●櫻内 康裕会員

生物質を投与する等といった解決方法を提供する

①お祝の皆さん、おめでとうございます。

ことにより、赤ちゃんが合併症や感染症で死亡す

②久し振りに会えて嬉しいです。

ることを現実的に防ぐことができます。つまり、

③卓話の冣住会員、宜しくお願いします。

我々が少しでも具体的な行動を起こすことにより、 ●冣住 悦子会員
世界中で日々亡くなっている赤ちゃんの命を救う

①本日、久し振りに卓話をします。宜しくお願いします。

ことができるということを意味しています。

②誕生日祝をいただき、ありがとうございます。

ロータリークラブのホームページを見れば、母

●諸隈 武会員

子の健康を守るために、世界中のロータリークラ

①結婚記念日祝、ありがとうございます。

ブが清潔な出産キットの配布、安全な出産方法に

②冣住会員、本日はよろしくお願いします。

関する保健従事者への研修、予防接種と定期健診

●横溝 志華会員

の推進など、赤ちゃんを守るための様々な支援を

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。

していることが分かります。

②冣住会員、卓話楽しみにしています。

もし興味がありましたら、マイロータリーから
「母子の健康」というワードで検索を行なってみ
てください。

●小野 孝会員
お祝の皆さん、おめでとうございます。
●田後 隆二会員
①４月お祝の皆様、おめでとうございます。
②冣住さん、卓話楽しみです。
●中里 和男会員
①本日お祝の皆様、おめでとうございます。
②冣住会員の卓話、楽しみです。
●阿部 毅会員
①本日の卓話、楽しみなテーマですね。冣住会員、
よろしくお願いします。
②会員誕生日祝と結婚記念日祝の皆様、おめでとう
ございます。
今年度のスマイル累計額 ４３７，２００円

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①地区大会委員会より（※詳細は回覧にて）
昨年 10 月の地区大会の収支が整い、コロナ禍
で異例の開催方式を取り、支出が縮小されて、
余剰金がでましたので返金させて頂きます。
返金額 6,203 円×各クラブ登録者数
②2021 年地区研修・協議会

オンライン受講方法
（※詳細は回覧にて）

【全体会議】日時：4 月 18 日（日）午後１～３時
Youtube LIVE 配信により、定刻より視聴をお願

〇会員誕生日祝

いします。URL は開催前日までに各クラブ事務局

・竹田

宛にお知らせします。

・冣住 悦子会員 ４月 ８日

【オンライン研修Ⅰ】
（分科会に代えて）

繁会員 ４月 １日

・小崎 直利会員 ４月２０日

専用ポータブルサイト（4 月 24 日オープン）よ

〇結婚記念日祝

り受講。サイト URL は別途ご案内。部門ごとに

・諸隈

資料等が掲載されていますので、お読み下さい。

・阪西 貴子会員 ４月１５日

【オンライン研修Ⅱ】
（分科会に代えて）

武会員 ４月 ４日

・丸子 勝基会員 ４月１６日

My Rotary に自身のアカウントでログインし、指
定されたコースを受講。修了すると、
「修了証」
をダウンロード。
〇上記のオンライン研修は期限が定めれています

４月２０日卓話「相模原市周辺のまちづくりパート３」

が、受講時間や場所の制限はありませんので、

担当：中里 和男会員

代理受講はできません。必ず担当役職の方が受

２７日「地区研修協議会の報告」

講して下さい。

担当：次年度会長・幹事、各委員長

〇対象となる次年度の各役職・委員長には、事務

５月

④日祝日休会

局より「受講方法」をメールにて添付。

点

鐘 １２：３０

会

員

出席（出席対象 21 名）

事前メイク者

会

場 「敦煌」

２８名

２１名（内、Zoom３名）

０名

司

会 豊岡 淳ＳＡＡ

欠席者

本日の出席率

修正出席率(3/30)

斉

唱 ロータリーソング「奉仕の理想」

４名

８４．０％

９５．６５％

ソングリーダー 黛 裕治会員

●例会場 中国名菜「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：阿部
毅 副委員長：河野
委員：竹田
繁、黛
裕治、伊倉
阪西 貴子、大槻
実

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

崇
正光

